TAPアクセサリー

ロジクールTapアクセサリー
10.1”タッチスクリーンを搭載したロジクールTapは、
使いやすいタッチコントロールを、対応するビデオ会
議とコラボレーションアプリケーションにもたらしま
す。また、様々な取り付けと配線オプションにより、
ほとんどすべての部屋で、会議室パソコンとTapを統合
し、適切な場所に安全に固定することができます。
グロメット付きの会議室テーブル用に設計されたテー
ブルマウントは、人目につかないように、Tapを所定の
位置に設置することができます。大きい部屋について
は、ライザーマウントを選択してください。これはTap

を14°から30°まで高めて、部屋全体での可視性を高め
ます。両方のマウントはグロメットを通した配線をサ
ポートしてクリーンな外観を実現し、180° 回転して
テーブルの両側から簡単に操作することができます。
廊下および小さい部屋については、ウォールマウント
を選択してください。立った姿勢での操作が可能で、
テーブル空間を節約できます。Tapは100mm VESAパ
ターンで設計され、何千ものサードパーティ製マウン
トとアクセサリーに対応します。

Tapの設置場所に関わらず、内壁定格のロジクール
ストロングUSBケーブルが、便利かつ堅牢なケーブル
配線を実現します。10メートルと25メートルの長さ
で利用可能なロジクールストロングUSBケーブルは、
標準USBケーブルの最長の最大5倍で、Tapと会議室
パソコンを離してお好みの場所へ取り付けることが
できます。また、ロジクールストロングUSBケーブ
ルはアラミド強化、プレナム定格、Eca認定であるた
め、壁内、天井、または標準的な3/4インチ配管内に
配線を隠すことができます。

機能＆メリット
テーブルマウント
1

薄型+ピボット：Tapのおしゃれな外観と14°の画面角度を維持する
一方、180°回転してユーザーに利便性を提供します。

2

ほとんどのテーブにフィット：最大50mm厚のテーブルに適合し、
直径51～89mmのグロメットを通して設置することができます。

3

ケーブル管理：グロメットを通してケーブルを下方に配線でき、ク
リーンな外観を保ちます。

2

3

1

ライザーマウント
1

ピボットによる画面の上昇：Tapを30°の画面角度に高めて大きい部
屋での可視性を強化する一方、180°回転してユーザーに利便性を提
供します。

2

ほとんどのテーブにフィット：最大50mm厚のテーブルに適合し、
直径51～89mmのグロメットを通して設置することができます。

3

ケーブル管理：グロメットを通してケーブルを下方に配線でき、ク
リーンな外観を保ちます。
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ウォールマウント
1

あらゆる壁に埋込み式マウント：プレートとクリート構造により厚
みがほとんど変わらず、スリムな外観が保たれます。

2

HDMIケーブル調整チューブ：HDMIケーブルを取り付けると、有
線コンテンツ共有をサポートするアプリケーションと導入した場合
に、簡単なアクセスを実現します。

3

内壁配線：Tapの背面と下部のケーブル出口をサポートするため、
壁の中または下に配線することができます。

3
2

1

パソコンマウント
1

ケーブル保持：2個のケーブル保持クランプが、USB、HDMI、電
源、およびネットワークケーブルが固定された状態に保ちます。

2

ほとんどの小型パソコンにフィット：堅牢なスチールマウントは、
スモールフォームファクター（SFF）およびChromeboxパソコンと、
75mmまたは100mmのVESA パターンの取り付けプレートにフィッ
トします。

3

人目につかないデザイン：壁上のディスプレイの背面、またはテー
ブルの下にパソコンを取り付けるためのハードウェアが同梱されて
います。
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ロジクール ストロングUSBケーブル

1

1

内壁定格：アラミド強化、プラナム定格、およびEca準拠によ
り、壁内、天井、または標準的な3/4配管内で、高い強度と耐久
性を実現します。

2

安定した接続：Tapの内部ケーブル保持システムと共に、ロジ
クール ストロングUSBは、ユーザーが部屋中でTapを移動させ
た場合でも、しっかりとした接続性を維持します。

3

互換性：USB 3.1、3.0、および2.0のサポートにより、アクティ
ブオプティカルケーブルは、MeetUpとRallyカメラのような電
源内蔵タイプのUSB Type Cデバイス、または電源搭載のUSB
Type Cハブに対応します。(USB給電には対応しておりません)

4

パソコンを隠す：10メートルと25 メートル長さが利用可能な
ので、会議室パソコン、そのノイズ、熱および配線も移動させ
て、参加者から離して見えなくすることができます。
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技術仕様
テーブルマウント

ウォールマウント

ロジクール ストロングUSBケーブル

製品寸法
Tap+テーブルマウント
2.4 x 9.6 x 7.0インチ
61 x 244 x 179mm

製品寸法
Tap+ウォールマウント
2.3 x 9.6 x 7.0インチ
58 x 244 x 179mm

互換性
ロジクールTap
テーブル厚：20～50mm（0.75～2.0インチ）
グロメット直径：51～89mm（2.0～3.5インチ）

互換性
ロジクールTap

製品仕様
USB Type A（オス） - USB Type C（オス）
アクティブ オプティカルケーブル
アラミド強化シース
3/4配管対応

パッケージ内容
製品本体
ケーブル調整チューブ
取扱説明書、保証書、保証規定
保証
2年間無償保証
製品番号
製品番号：CSL1000TM

パッケージ内容
製品本体（プレートとクリート）
HDMIケーブルクリップ
取り付けハードウェア
取扱説明書、保証書、保証規定
保証
2年間無償保証
製品番号
製品番号：CSL1000WM

ライザーマウント

パソコンマウント

製品寸法
Tap+Riserマウント
2.4 x 9.6 x 6.9インチ
102 x 244 x 174mm

製品寸法
パソコンマウント+ケーブル保持クランプ
1.02 x 6.46 x 9.84インチ
26 x 164 x 250mm

互換性
ロジクールTap
テーブル厚：20～50 mm（0.75～2.0インチ）グ
ロメット直径：51～89mm（2.0～3.5インチ）

互換性
スモールフォームファクター（SFF）パソコン+
75 x 75mmまたは100 x 100mm VESAパターン

パッケージ内容
製品本体
ケーブル調整チューブ
取扱説明書、保証書、保証規定
保証
2年間無償保証
製品番号
製品番号：CSL1000RM

パッケージ内容
製品本体
VESA取り付けプレート
ケーブル保持クランプ
取り付けハードウェア
取扱説明書、保証書、保証規定
保証
2年間無償保証
製品番号
製品番号：CSL1000PM

テーブル

ライザー
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す。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または
登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者
の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性
のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本
書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なし
に変更される場合があります。

製品寸法
利用可能な長さ：
10m（32.8ft）
25m （82ft）
互換性
USB 2.0/3.0/3.1
ロジクールTap
ロジクールMeetUp
ロジクールRallyカメラ
電源内蔵のUSB 2.0/3.0/3.1ハブ、外部電源搭載
デバイス
ロジクールBRIOおよびその他のUSBバス電力デ
バイスには対応していません
認証
プレナム定格
Eca / IEC 60332-1-2準拠
パッケージ内容
ロジクール ストロングUSB-A - USB-Cケーブ
ル：10または
25メートル（32.8または82ft）
USB-C延長ケーブル（狭いスペース用）：
152mm（6インチ）
取扱説明書、保証書、保証規定
保証
2年間無償保証
製品番号
10メートル
製品番号：USBCBL10M
25メートル
製品番号：USBCBL25M

ウォール

